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自然発火にご注意ください

詳しくはP17「取扱い上の注意事項」

をご確認ください

家具、木工品に最適の深みのある仕上がりで、

撥水効果があり、木目を美しく引き立たせます。

室内のあらゆる木部に使用できます。

ARDVOS No.266

■適用範囲：屋内の木部およびOSB用

■全成分：

アマニオイル、アマニウッドスタンドオイル、アマニスタンドオイル天

然樹脂エステル、アマニスタンドオイル、天然樹脂エステル、オレンジオ

イル、イソアリファーテ、マイクロワックス、珪酸、無鉛乾燥剤

■色：クリア　■容量：0.75L・2.5L・10Ｌ

■1Lあたりの塗布面積（無希釈）：1回塗り約18㎡／2回塗り約11㎡

■塗り回数：2回　■乾燥時間：12〜24時間　■形状：液体

広葉樹・針葉樹両用のクリアオイル。

深みのあるあめ色の仕上がり。

ウッドオイル 内装用 クリア

撮影協力：長野智雄設計工房

撮影協力：もるくす建築社

アルドボス

※ 木の種類によって、色・仕上がりが変わります。



5239

塗り重ねるとツヤを増し、撥水効果も高まります。

汚れやすい床や水回りにも適した製品です。

KUNOS No.244

■適用範囲：無垢の家具。床などの室内木部およびOSB用

■全成分：

アマニオイル、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニウッドス

タンドオイル、酸化鉄、二酸化チタン、天然樹脂グリセリンエステル、アマ

ニスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、珪酸、マイクロワ

ックス、パインオイル、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤

■色：クリア/白木調　■容量：0.75L・2.5L・10L

■1Lあたりの塗布面積（無機尺）：1回塗り約22㎡／2回塗り約14㎡

■塗り回数：2回

■乾燥時間：12～24時間　■形状：液体

3分ツヤ

高い撥水性

汚れがつきにくい

木の吸放湿を妨げない

３分ツヤのあるクリア。通気性のある防水機能あり。

2〜3回塗布後、表面に塗膜を形成。

クノス

KUNOS No.244-200
クノス白木

ウッドオイル 内装用 クリア 3分ツヤ

自然発火にご注意ください

詳しくはP17「取扱い上の注意事項」

をご確認ください

クリア・白木塗装の比較（見本：シナ材／2回塗り）

244 クノス塗装 244-200 クノス白木塗装 無塗装

白木そのままの質感。日焼けを

保護し、木の吸放湿を妨げない。

撮影協力：須藤建設



撮影協力：高知学園大学 / 艸建築工房

■適用範囲：屋外 木製サイディングデッキ・バルコニー・階段／室内 木質部分のあらゆる箇所に使える

■容量：0.75L・2.5L・10Ｌ

■全成分：

（カラーにより異なる）：アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニ油、二酸化チタン、鉱物顔料、チョーク、アマニス

タンドオイル、ヒマシ油スタンドオイル、乾燥ヒマシ油、アマニウッドスタンドオイル、マイクロワックス、硫酸バリウム、

オレンジオイル、イソアリファーテ、アルミナ、珪酸、パインオイル、大豆レシチン、乾燥アミノ糖、シトロンオイル、無鉛乾燥剤

■1Lあたりの塗布面積（無希釈）：

　　1回塗り約15㎡／2回塗り約10㎡

■塗り回数：

　　2回（耐候性を高める場合3回）

■乾燥時間：12〜24時間

■形状：液体

認定商品

天然鉱物顔料を使用。耐候性に優れ、屋外での

使用に最適。イケダコーポレーションとリボス

社の共同開発により生まれました。

高い耐候性と撥水性

着色性が良くムラができにくい

木材の耐久性の向上

良く伸びて塗りやすい

INTERIOR & EXTERIOR
Color

自然発火にご注意ください

詳しくはP17「取扱い上の注意事項」

をご確認ください

TAYA No.279

日本の自然環境に適した、天然成分の高耐候性自然塗料日本の自然環境に適した、天然成分の高耐候性自然塗料

タヤ

高耐候性着色オイル 内・外装用着色

※ 木の種類によって、色・仕上がりが変わります。
※ ☆印の付いているカラーはUV遮断機能を有しているので、屋外にご使用頂けます。
※ この色見本は印刷物のため、実物とは多少異なリます。
※ カラーチャートはパイン材に塗布しています。
※ 塗料の性質上、黄変する恐れがあります。特に202/ホワイトは黄変が目立つ場合があります。



撮影協力：金澤建築

■1Lあたりの塗布面積（無希釈）：

　1回塗り約14㎡/2回塗り約8㎡

■塗り回数：2回

■乾燥時間：12〜24時間

■形状：液体

認定商品

■適用範囲：屋内のあらゆる木材着色。クリア、ホワイトは内装のみ

■容量：0.75L・2.5L・10Ｌ

■全成分：

（カラーにより異なる）：アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイ

ル、二酸化チタン、チョーク、アマニウッドスタンドオイル、マイクロワックス、オレンジオイル、イソ

アリファーテ、アルミナ、無鉛乾燥剤、酸化鉄及び鉱物顔料、ヒマシ油スタンドオイル、乾燥ヒマシ油、

大豆レシチン、珪酸、パインオイル、乾燥アミノ糖

美しい天然の木目を引き立てる天然塗料

INTERIOR & EXTERIOR
Color

自然発火にご注意ください

詳しくはP17「取扱い上の注意事項」

をご確認ください
天然成分の亜麻仁油が主成分で木材保護と

紫 外 線 保 護 効 果 を 発 揮 し ま す 。木 の 呼 吸 を

妨げず、良く伸びるので平均15㎡/Lも塗こと

ができ、とても経済的です。

KALDET No.270カルデット

浸透性着色オイル 内・外装用着色

※ 木の種類によって、色・仕上がりが変わります。
※ ☆印の付いているカラーはUV遮断機能を有しているので、屋外にご使用頂けます。
※ この色見本は印刷物のため、実物とは多少異なリます。
※ カラーチャートはパイン材に塗布しています。
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084 アッシュグレー

ウラ6％相当 ウラ3％相当 ウラ1％相当

マットな仕上がりの漆喰調水性塗料。

無機質系壁材やオガファーザー（P.18）に最適。

DUBRON No.400

■適用範囲：石膏ボード・オガファーザー・他

■全成分：水、チョーク、チタン白、天然樹脂、タルカム、カオリン、プロテイン、オレンジ

オイル、イソアリファーテ、メチルセルロース、シルバークロライド

■色：白　　■容量：1L・5L・10Ｌ

■1Lあたりの塗布面積（無希釈）：2回塗り約6㎡

■塗り回数：2回　　■形状：液体

透湿性と呼吸性がよく、快適な室内空間をつくる

メンテナンスは重ねて塗装が可能。

透湿性と呼吸性がよく、快適な室内空間をつくる

メンテナンスは重ねて塗装が可能。

デュブロン

室内用天然水性エマルション 内装用 壁用

デュブロンの着色に適した天然鉱物顔料

全14色でミックスも可能。

URA No.410/No.424

■適用範囲：デュブロンに調合

■全成分：水、酸化鉄及び天然鉱物、ビーズワックスソープ、アマニスタンドオイ

ル、ダンマル樹脂、天然樹脂エステル、オレンジオイル、イソアリファーテ、エタノ

ール、珪酸、メチルセルロース、ホウ砂、ホウ酸

■容量：0.125L・0.375Ｌ　　■形状：液体

ウラ

天然鉱物顔料

漆喰調のマットな仕上がり

静電気防止効果・ほこりの発生防止

透湿性・呼吸性がよい

ウラで着色可

天然成分100％

パステル調・マットな仕上がり

全15色

ミックス可能

※ 木の種類によって、色・仕上がりが変わります。 　※輸入品のため、商品のお届けに2週間以上かかる場合があります。（納期をご確認ください。）

1〜6%をデュブロンに混ぜ自然な着色。鉱物が

原料のため人体、環境にも安全で褪色に強く、

長く美しい色を保ちます。



■適用範囲：屋内の床材、及び家具

　　　　　 オイル・ワックス・ニスで処理をした木材、及びコルク、石、リノリウム

             ※無塗装の木部には使用できません。

■全成分：

水、カリウム、シェラックワックス、カルナバワックス、セラジャポニカワックス、コ

ーン胚油、カリウム石鹸、糖脂質酸濃縮剤、シトラス酸、エタノール、グリセリン

■色：乳白色

■容量：250ml・1Ｌ・400ml（詰め替え用）

■塗布面績：4倍希釈（ツヤ出し）35畳（55㎡） 30倍希釈（汚れ落とし）

                    250畳（410㎡）グラノス250ml使用の場合

■形状：液体

一度で汚れ落としとワックスがけができます

ツヤ出しと汚れ落としが同時に

天然成分100％

希釈するので経済的

家具にも安心

No.375 ビボス

No.587-11 ビボスセット

自然発火に
ご注意ください

自然発火に
ご注意ください

No.559-0.25
グラノス250ml（ポンプ付き）

No.559-1.0
グラノス1L（サンプル付き）

メ ン テ ナ ン ス

製 品
GLANOS No.559

小さいお子様にも安心な天然成分100％の

天然ワックスクリーナー

小さいお子様にも安心な天然成分100％の

天然ワックスクリーナー

グラノス

水性ホームワックスクリーナー メンテナンス

■適用範囲：室内の木材の仕上げ用。オイル塗装後の仕上げ、メンテナンス

■全成分：アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオ

イル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ビーズワックス、マイクロワックス、カルナバ

ワックス、パインオイル、アルミナ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤

■色：クリア

■容量：0.75L・2.5Ｌ

BIVOS No.375

ベルベットのような光沢のある仕上がりベルベットのような光沢のある仕上がり

ビボス

蜜蝋オイルワックス 仕上げ・メンテナンス

■適用範囲：室内用木材・家具の最終仕上げ処理

　　　　　 ※水回り、床には不適

■全成分：ビーズワックス、アマニオイル、オレン

ジオイル、パインオイル、カルナバワックス、イソ

アリファーテ、マイクロワックス、アルミナ、ロー

ズマリーオイル、無鉛乾燥剤

■色:白木を活かすクリア

■容量：1Ｌ・2.5L

■1Lあたりの塗布面積（無希釈）：1回塗り約40㎡

オイル塗装面の保護や柱・家具の

汚れ落とし、手垢防止に。

静電気カット効果も。

GLEIVO No.315

心地よい香りのシルクフィニッシュ

液体ワックス

心地よい香りのシルクフィニッシュ

液体ワックス

グレイボ

蜜蝋ワックス 仕上げ・メンテナンス

■適用範囲：室内のオイル塗装した家具、及び床の

クリーニング・アフターケア

■全成分：

[トレナ]水、ソープナッツエキス、糖脂肪酸凝縮液、

クエン酸、パルメトール

[ドライアデン]アマニオイル、オレンジオイル、イ

ソアリファーテ、アマニスタンドオイル天然樹脂、

アマニスタンドオイル、無鉛乾燥剤

■色：クリア

■容量：各0.1L　　■形状：液体

家具専用のメンテナンスキット。“家具を洗う”クリーナー

と“家具を磨く”ポリッシュオイル”

のセットです。 家具の定期的な

お手入れ、古家具のリペアにも。

CARE SET No.588-18ケアセット

中性クリーナー・ポリッシュオイル 仕上げ・メンテナンス

詳しくはP17「取扱い

上の注意事項」をご確

認ください

詳 し く は P 1 7

「取扱い上の注

意事項」をご確

認ください

水拭きの手軽さで、汚れ落としとワックス掛けが

一度にできるオールインワンクリーナー。合成界

面剤や有機溶剤などを一切使用せず、無臭で乾き

やすい天然ワックス＆クリーナーです。

植物オイル成分が木部を保護し、蜜蝋ワックスの効

果で表面はしっとり滑らかな仕上がりに。オイル塗

装仕上げの家具や建具のメンテナンスに最適です。

■1Lあたりの塗布面積（無希釈）：1回塗り約40㎡

■塗り回数：1回　　■形状：液体



自 然 の 温 も り と 心 地 い い 空 間

快 適 な 暮 ら し を 育 む 木 の チ カ ラ





ご登録
お願い
します

カタログ・定価表ダウンロード
https://iskcorp.com/catalog

技術資料ダウンロード
https://iskcorp.com/document

YouTubeチャンネル 
イケダコーポレーション

インスタグラム
＠ikedacorporation

フェイスブック
@ikeco.jp

ツイッター
＠iskcorp

SNSで施工事例・イベント情報など更新しています



0585 9085

■種類：ニット・モダン・クラン

■サイズ：0.75m×25m

■施工面積：18.75㎡/巻

■種類：スモール、ミックス

■サイズ：0.75m×125m

■施工面積：93.75㎡/巻

■仕上げ：自然塗料

■サイズ：1m×25m

■施工面積：25㎡/巻

0845

〔ウォールボンド工業（株）〕で貼り24時間養生します。

汚れたらデュブロン(P.13) を重ね塗りすることで、改装毎の貼り替え

と比較しても割安で、コストと環境負荷のバランスがとれた壁紙です。


